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中小企業お役立ちインフォメーション ～Information～
№5
１．外国出願にかかる費用の半額補助の２次公募が始まります！
○応募資格
（1）～（3）のいずれかに該当し、広島県内に主たる事業所を有する者であり、（4）を満たすこと。

・ （1）「中小企業者」（個人企業主含む）
・ （2）「中小企業者で構成されるグループ」
・ （3）「地域団体商標の外国出願」については商工会議所、商工会、NPO 法人等。
・ （4）外国への特許、実用新案、意匠又は商標出願を予定していること（複数案件も可）
※応募時に既に日本国特許庁に対して特許、実用新案、意匠又は商標出願を行っており、採択後に同内
容の出願を外国へ年度内に出願（PCT 国際出願に基づく国内移行及びマドプロ出願、意匠のハーグ
出願を含む）を行う予定の案件。

○選定基準
・ 先行技術調査等の結果からみて外国での権利取得の可能性が明らかに否定されないこと

・ 助成を希望する出願に関し、外国で権利が成立した場合等に、「当該権利を活用した事業展開
を計画している」又は「商標出願に関し、外国における冒認出願対策の意思を有している」中小
企業者等であること等
○補助対象経費
外国特許庁への出願料、国内・現地代理人費用、翻訳費 等
○補助率・上限額

・ 補助率：1/2
・ 上限額：1 企業に対する上限額：300 万円（複数案件の場合）
・ 案件ごとの上限額：特許 150 万円 実用新案・意匠・商標 60 万円 冒認対策商標（※）：30 万円
（※）冒認対策商標：第三者による抜け駆け出願（冒認出願）の対策を目的とした商標出願
●公募期間 平成２８年８月１７日（水）～９月１３日（火）
検索
ひろしま産振構 外国出願
●内容等に関してのお問い合わせは、
（公財）ひろしま産業振興機構ホームページ
または、（公財）ひろしま産業振興機構 中小企業知財支援センター（担当：越智 082-240-7718）
にお問合せください。ホームページには第１回公募分を含め過去の採択企業も掲載しています。

２．特許庁からのお知らせ
弁理士又は特許業務法人でない者が、他人の求めに応じ報酬を得て、特許庁における手続の代
理行為等を業とすること（いわゆる「非弁行為」）は弁理士法により禁止されております。
特許庁では、弁理士又は特許業務法人でない者により特許庁における手続代理がなされた際に
は、当該行為が非弁行為に該当するものでないことについて、当該行為を行った代理人に対して確
認を求めることがありますので御了承ください。また、出願人の方におかれましては、出願手続等の
代理を依頼する際には、適正な代理人であるか事前に確認されることをお勧めします。
なお、非弁行為が確認された際には、出願人の方へ代理人の改任命令を発する等の必要な措置
を講じることがあります。
詳細は https://www.jpo.go.jp/tetuzuki/t_tokkyo/shutsugan/hiben_boushi.htm へ
または特許庁審査業務部

０３－3581－1101（内線 2616）
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■ 青少年創造性育成事業に関するお知らせ
広島県内少年少女発明クラブ交流会（2016.7.28 開催）
「もちつきペッタン」の製作＆JFEスチール㈱西日本製鉄所工場見学

広島・呉市・東広島市・福山の少年少女発明クラブ員 87 名と各クラブの役員、指導員等総勢 112 名が
参加し、発明クラブ交流会が開催されました。午前中は「もちつきペッタン」の製作を行い、午後からは
JFE スチール㈱西日本製鉄所を見学しました。今回の交流会は、福山少年少女発明クラブの担当によ
り、滞りなく無事にすべての行事を行うことができ、夏休みの思い出に残る有意義な一日となりました。

創作手順の説明

創作活動

工場見学全体説明

❏ 少年少女発明クラブ活動報告

広島少年少女発明クラブ
7/3 「糸のこパズル」

呉市少年少女発明クラブ
7/16 「自由活動」

福山少年少女発明クラブ
7/9 「木材を正しく切る」
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東広島市少年少女発明クラブ
7/16 「紙の橋の強度をはかろう」

❏ わくわくケミカルクラブ活動報告 (第２回 7/2､第３回 7/23)
ケミカルマジック(7/2)
『みかん(ﾘﾓﾈﾝ)の力を知ろう』

第２回 『酸化と還元Ⅰ』の実験
ヨウ素液を水で薄めてビタミンＣが
含まれているかを調べました。

第３回 『化学変化とエネルギー』の実験
氷の上に包帯をのせて魔法の粉をふりかけ
包帯釣り！

■ セミナーのお知らせ
❏ タイムスタンプ及び知財業界の最新動向
～タイムスタンプ保管サービス、先使用権ガイドライン説明と最新事例紹介～
■日時：平成２８年９月７日（水） １３：３０～１６：００
■場所：広島発明会館 ４階 研修室 （広島市中区千田町３－１３－１１）
■講師：山口 学 氏 アマノビジネスソリューションズ株式会社 タイムビジネス事業推進部
■参加料：発明協会会員（または、入会希望の方） ０円（無料） ／ 一般 ５，０００円（税込）

❏ 『 Thomson Innovation 』講習会
■日時：平成２８年９月３０日（金） １４：００～１６：００ １６：１０～個別相談
■場所：広島発明会館 ４階 研修室 （広島市中区千田町３－１３－１１）
■講師：トムソン・ロイター
■対象：Thomson Innovation の利用者、Thomson Innovation に興味をお持ちの方 他
■参加料：無料
■定員：１５名程度

❏ 日本知的財産協会・発明協会会員のための
特別講演会「オープン＆クローズ戦略（仮題）」 ＆ 意見交換会
■日時：平成２８年９月１６日(金) １３：００～１７：００
■場所：中国電力㈱ 本社本館２階大会議場 （広島市中区小町４－３３)
■講師：小川 紘一 氏（東京大学政策ビジョン研究センター・シニアリサーチャー）
■参加条件：日本知的財産協会会員・発明協会会員
※日本知的財産協会会員は、日本知的財産協会からお申し込みください。
■参加料：無料 ※懇親会は、参加費として 3,000 円/1 人、当日徴収いたします。
■申込締切：平成２８年９月２日（金）

～あのイベントが広島に！ 集中的に知的財産を学ぶ３日間！～

のお知らせ
特許庁及び中国経済産業局は、地域のユーザーに知財制度や特許庁の支援策をより効果的に
活用していただくために、「巡回特許庁 in ひろしま」を開催します。
【期間】平成２８年８月２９日（月）～８月３１日（水）
【主催】特許庁、中国経済産業局
【共催】(独)工業所有権情報・研修館(INPIT)
※詳細は、同封リーフレットをご覧ください。
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中国地域
初開催！

■最近の話題を考える“知財ＮＥＷＳ”

知財トピックス（2016.8）

「巡回特許庁 inひろしま」が８月末に開催
特許業務法人 前田特許事務所
弁理士 大石憲一

今回の知財ニュースは、今月末に広島各所で開催される「巡回特許庁 inひろしま」に
ついてです。

（出典:平成 28年度巡回特許庁 HP htt
p://
www
.jii
i.or
.jp/
h28_j
yunk
ai/i
ndex
.htm
）

各種チラシ等でもご存じかも知れませんが、今月の 29日（月）～31日（水）にかけて、
リーガロイヤルホテル広島や、ホテルメルパルク HIROSHIMA、又広島商工会議所等におい
て、
「巡回特許庁 inひろしま」が開催されます。詳細内容は、上の URLを検索して頂き、
確認して頂ければと思います。
ここで、“巡回特許庁”と言う言葉、耳慣れない言葉ですが、この巡回特許庁とは、特
許庁から積極的に地域に出向くことで、審査官や審判官と、出願される企業との間で直接
コミュニケーションを取りながら、巡回審査（出張面接審査）や巡回審判を行うとともに、
中小企業向けの支援策を、中小企業の方にもっと知ってもらうことで、地域の中小企業に
知的財産をもっとも活用してもらいたい、という目的のために企画されたものです。
今回の「巡回特許庁 inひろしま」が、中国地方で初めての開催で、全国では、昨年７
月に開催された「巡回特許庁 i
nKANSA
I」が、最初に行われたものです。今年は、広島以
外にも、九州、近畿、中部の計４か所で行う予定になっているようです。
昨年、日本弁理士会中国支部設立 1
0周年記念事業に裏方として携わった私自身の経験
から言うと、今回の巡回特許庁の事業には、かなりの予算と人員が投入されていることが
伺えます。それだけ、特許庁が、地域（地方）の中小企業の知財活動支援に本気なのだと
思います。
あの「下町ロケット」で登場する弁護士のモデルである鮫島先生も、ご講演されますの
で、この機会に、皆様、是非ご参加されたら如何でしょうか。
以上
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■ 知財セミナー・講習会等の報告（７月開催分）
【ひろしま知財塾初級編 第２回】

↓福山会場（7/20）

【知財・技術者のための国内拒絶理由実務講座（7/13）】

↑広島会場（7/7）

講師：江原特許事務所 弁理士 前田 礼子 氏

【営業秘密セミナー
～会社のヒミツを守るには～＜福山会場＞7/15）】

講師：前田特許事務所 弁理士 大石 憲一 氏

【図書館で学ぶ知的財産講座（7/1，7/15）】
講師：（独）工業所有権情報・研修館
知的財産戦略アドバイザー 小原 荘平 氏

【中国における失敗しない意匠、商標戦略
及び模倣品対策（7/25）】

講師：上海立群専利代理事務所
代表 弁理士･弁護士 毛 立群 氏
講師：広島県知財総合支援窓口（広島県発明協会）
知財活用アドバイザー 柳下 加寿子
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■ 平成２８年度第１回会員交流会
今年度、第１回目となる会員交流会は、株式会社サタケの多大な協
力を得て、ショールームや技術開発の歴史に触れる歴史館等の見学
の後、同社藤原氏による㈱サタケの知的財産活動の紹介と意見交換
を行いました。創業１２０年という歴史の重みを感じた交流会となりまし
た。また、懇親会も和やかに賑やかに情報交換や親睦を深めていただ
きました。１７社４０名と非常に多くの方にご参加いただき、誠にありがと
うございました。

ショールームの見学

懇親会
知財活動の紹介

■ 広島県発明協会事務局からのお知らせ
❏ 広島県発明協会関連行事 ＜８月＞
(木)
(土)
(日)
(木)
(木)
(金)
(土)
(火)
(水)
(土)
(日)
(月)
(火)
(水)

「ひろしま知財塾初級編」＜広島会場（春コース）＞第３回
広島・東広島市・呉市少年少女発明クラブ活動日、わくわくケミカルクラブ工場見学
広島少年少女発明クラブ活動日
広島少年少女発明クラブ活動日
広島少年少女発明クラブ自由活動日
広島少年少女発明クラブ自由活動日
呉市少年少女発明クラブ活動日
少年少女チャレンジ創造コンテスト広島県大会、広島少年少女発明クラブ活動日
少年少女チャレンジ創造コンテスト広島県大会（予備日）
東広島市・呉市・福山少年少女発明クラブ活動日
広島少年少女発明クラブ活動日
中国地方発明表彰地方選考委員会、J-PlatPat 講習会
巡回特許庁

4日
6日
7日
11 日
18 日
19 日
20 日
23 日
24 日
27 日
28 日
29 日
30 日
31 日

知的財産権制度説明会（初心者向け）

■ 新刊書籍のご案内 （２０１６年６月～２０１６年８月発行分）
◆会員割引について
★発明推進協会発行の各種書籍を本体価格より１０％ＯＦＦでご提供！！（送料実費）
★総額３，０００円以上（割引後の税抜き価格）のご注文で送料無料！
★ご注文・お問合せは（一社）広島県発明協会まで！！
≪新刊のご案内≫

※記載価格には消費税含。

書籍名 平成 27 年改正知的財産権法文集
平成 28 年 4 月 1 日施行版増補
著者等 一般社団法人発明推進協会
価
格
会員価格

２，４００円
２，１６０円
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内

容

平成 28 年 4 月 1 日に施行されている知的財産権
に関連する法律・条約等を全般的に網羅した携
帯に便利な法文集です。昨年 7 月 10 日に公布さ
れた「特許法等の一部を改正する法律（平成 27
年法律 55 号）」及び「不正競争防止法の一部を改
正する法律（平成 27 年法律 54 号）」などを本文に
組込み、さらに「特許法条約」「商標法に関するシ
ンガポール条約」も収録しています。

